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☆ 新情報イロイ

ロ。 

☆ ハバネロはジ

順調に生育時期

です。 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

5月後半に定植したハバネロは15センチ程

度で本葉が10枚程度出てきております。 

節間が短いのであまり草丈も高くありませ

んが、急激に大きくなって来ております。 

次号では見違えるほど成長しているところをお見せできると思っており

ます。 

お世話になります。 

全国的に梅雨入りいたしましたが、皆様におかれましてはお変わりなくお過

ごしのことと察し致します。 

梅雨の恵みにより定植された「ハバネロ」も病気などの心配は出てきます

が、一雨受けるたびに生育も旺盛となり、日一日と大きく育ってきます。 

ハバネロは他の唐辛子と違い、初期の生育が緩やかですので、まだ花をつ

けるところまでは到っておりませんが、今月末頃にはつぼみを付けてくれる

ものと楽しみにしております。 

また、昨年の2月にギネス更新したハバネロの妹分のインドアッサム原産

の「ブッドジョロキア」も3a程度栽培を始めましたので、どのように育ってく

れるか今からわくわくしております。 

近況などお伝えしてまいりたいと思っております。 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Naga_Jolokia_pepper 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%
BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%A2 
                              ハバネロ友の会事務局     
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 5月14日に京丹後の大宮町で契約栽培していた23種類の唐辛子の苗を早朝に篠山を

出発し、4000本近い苗を積み込み夕方篠山に到着しましたが、33人の生産者に配分す

るのに夜遅くまでかかってしまいました。 

 

品質はさすが長年、野菜の育苗をされていてこともあり、大きさも十分で花芽がつきかけ

ていて、定植適期という感じでした。 

 

 また、昨年より新しい品種が8品種増え、しかもカタカナ名前の耳慣れないものばかり

で、その上すべて唐辛子、ほぼみんな良く似た顔をしています。 

ブッド・ジョローキア、チェコスロバキアンブラック、ナガ・ジョローキア、パーティーホワイ

ト・・・・・間違えたら大変です。 

おおわらわで、配分し終わりまし

た。 

 

畑の準備は万端です。 

黄色、オレンジ色は去年までもあり

ましたが、今年は黒、白の唐辛子も

あります。どんなものができるので

しょうか。とても楽しみです。世界一

辛いブッドジョローキアもあります。

私の役目としては必ず味見をしな

ければなりません。今から恐怖で

す。今年はハバネロだけでなく新品

種の様子もお届けしたいと思ってい

ます。 

 

           

太い支柱、高い畝、マルチ        

（篠山市 池田末男さんの畑） 

 

植えた後に強風の日が多かっ

たのですがこの支柱なら大丈

夫でしょう。 

 

 

ハバネロ畑からの近況報告  篠山市「くの一農匠」特派員より  
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しっかりした良い苗が堵どきました。 



世界一辛い唐辛子“Bhut Jolokia”は何故これまで存在が知られていなかったのか？ 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

  唐辛子のネーミングには、その形状からつけられたものが少

なくありません。バーズアイ＝鳥の目とかプリッキーヌ＝ネズミの

フン、ピーマン状の形をした品種全体を示すベルペッパーなども

その中の一つです。しかしここ最近最も注目を集めているのが昨

年ギネス世界一に選ばれたBhut Jolokiaでしょう。うちではバン

グラディッシュ産の近種である“Dorset Naga”を育てています

が、冬越しさせた甲斐あって続々と結実し始めています。その形

状はランタン、古来のオイルランプ型であり、パッと見にはハバ

ネロより尖っている印象を受けます。 

 

 冬越しに成功したのはいいけれど、ちょっと枝を長く残しすぎて

しまい、梅雨の訪れを目前にしてベランダの幅一杯に枝を伸ばし

ている始末。マンションの外装工事が入ったために育成に使って

いたラックを全て廃

棄 し て ス ペ ー ス を

作ってあったのでなん

とか育てられそうですが……。最終的にどれくらい

になるのかと今から不安でなりません。 

 

 

 実は前述の理由で今年は新たな株は育てていな

かったのですが、唐辛子関係の掲示板を見てい

て、やはり「Bhut Jolokiaも育てたいな…」と考え、結

局5月に入ってから種を蒔いてしまいました。しかし

成長に時間がかかるとの風評通り、3月蒔きの人で

も花芽の兆しもないようです。当然うちのも発芽して

3週目を迎えようというのにようやく本葉が出始めた

ばかり。つい最近まで夜間15度を切るこ

ともあったので、最近話題の高輝度LED

照明を使い、室内で育苗しています。 

 

 

   

『約5センチ大となった 

       Dorset Naga』 

『全長約160センチ、 

 幅１メートルを超えて満開中の冬越し株』 

『育苗中のBhut Jolokia』 



季節を肌で感じる乙女のささやき 四季の丹波風景  
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この調子だと年内の収穫は無理かもしれません。実はこれらの唐辛子の故郷である

Nagaland州は非常に複雑な歴史を持っています。インドの東端、ミャンマー近くに位置し

ており、元々住民は農作物の収穫の為に人間の首を捧げる先住民族－首狩り族だった

そうです。後に英国の支配下に置かれた関係でキリスト教が普及したそうですが、それ

が元で更に民族紛争が巻き起こるなど数奇な運命を辿っている地域なのです。また第

二次大戦では日本軍によって軍事工作に利用されるなど日本との意外な関係も『入門

ナガランド―インド北東部と先住民を知るために （社会評論社）』に記されています。そ

の後も独立を求めて紛争が続き、外部の人間が現地を訪れるには2重の許可証が必要

な外国人入域制限地域なのだそうです。気軽には外部の人間が足を運ぶことができな

いことが、これまでBhut Jolokiaが発見されなかった理由なのかな、と考えると納得でき

るのではないでしょうか。この唐辛子の存在が世界的に注目を浴びている事を現地の人

たちは果たして知っているのでしょうか。 

 

 

 

 田植え始まる 
 

我が家は兼業農家です。 

毎年とはいえませんが、手伝えるときは手伝

います。昨年に続き今年も手伝いました。さす

がに田植機の操作はしませんが、かなりの力

仕事に毎年バテてしまいます。 

 

 子供の頃は「田植え」もひとつのイベントでお

昼にはお弁当を家族で食べ、手伝うというより

は邪魔をしながら一日を過ごしていた記憶があ

ります。昔は手で植えていたと祖母は毎年同じ

事言って、機械が入れない場所をものすごい

スピードで植えていました。 

 

そんなことも毎年思い出しながら日頃はパソ

コンの前で一日奮闘している私ですが、この日

は太陽に当たりフラフラになるまで働きます。 

 

 「あ～運動不足だ～」と何度も言いながら。 

 

 後もう1日して今年の「田植え」は終わります。 

秋にはおいしいお米を届けてくれるだろうと期待して。 
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今月は村の生活についてです。 

バングラデシュの面積は日本の

約3分の1、人口は1億5000万人

で人口密度は世界一です。土地

は投機対象となり驚くほどの高

値で売買されています。田舎で

は通常地主が農民を雇い農産

物を栽培させ、地主本人は畑に

は滅多に顔を出さず、ごろ寝して

いるか他のビジネスに携わって

いることが多いようです。農民は

一生働いても土地を手にするこ

とはできません。村の男性は25

歳までに、女性は10代で結婚す

ることが多く、早くに家庭を築きます。女性は12歳頃からあまり外に出なくなります。家の

中で家事をし、家の周りをぶらぶらする程度です。もし外出するときはブルカ（イスラム教

の女性が着る黒い服とスカーフ）を着用し、顔を見られないようにします。 

 

どこの村へ行っても、歩いていると必ず10数人が後ろをぞろぞろ歩いてついてきます。村

によっては外国人を見るのが初めての者が多く、何か面白いことがあるかもしれないと期

待しているのです。立ち止まると「何をしている？」、「国はどこだ？」、「結婚しているか？」

と知りたいことを何でも聞いてきます。そして必ず、「うちでお茶でも飲んで行きな」と誘わ

れ、断るのがとても大変です。一つの家へお邪魔すると、次はうちにも来てくれとなり、誘

われ続けてしまいます。（もしお茶をご馳走になったとしても、娘は奥の部屋に引っ込み、

客人には姿を見せません） 

 

人情味のある田舎の生活と

人々は、喧騒のダッカに疲れ

たときにはとても癒されま

す。お茶でなくて冷たいビー

ルが出てくればもっといいの

ですが・・・ 

 

          竹内 僚 

バングラデシュからの便り バングラデシュの村の生活 



会員投稿  亀岡市交流活動センター 児嶋きよみ 
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5月9日から20日までは、目の回

るような日々でした。5月は気候

も良く、さわやかな春を感じる方

が多いと思います。この亀岡市

交流活動センターでは、例年、

アメリカのオクラホマ州立大学

農学部造園建築学科の学生の

受け入れをしていて、大変忙し

い日々をすごしています。彼ら

の訪問先は、京都では、平安神

宮・銀閣寺 無りん庵・竜安寺・

金閣寺 

三年坂・清水坂・高台寺・ 伏見

稲荷・東福寺などです。また、こ

の間京都造形芸術大学で河合健準教授の英語での日本庭園についてのレクチャーも受け

ました。 

 

大阪では、都市環境ランドスケープ事務所を訪問し、staffの方と一緒に大阪城・屋上庭園

のあるなんばパークスへ。また、次の日には、国立国際美術館の設計者グループのひとり

である高原浩之さんの案内でこの美術館内を見学し、その後、高原さんのHTA建築事務所

を訪問しました。その後、靭公園内のバラ園でスケッチをし、帰路につきました。 

 

亀岡では、造園組合青年部の方達のご好意で、これも毎年、民家の日本庭園をたずね、そ

の後、センター敷地内で日本庭園作庭のワークショップをしています。毎年、石が置かれた

り、踏み石が増えたり、竹の柵が新しくなったりしているのを、気づいていらっしゃる方はい

らっしゃるでしょうか？  

 

今年の彼らは、旭町の藤原庸佑

さんのゲストハウスに宿泊させ

てもらい、日本の古い家の雰囲

気を味わうことができました。朝

早く起きて、散歩に出ると、稲が

緑の風に揺れ、牛がいます。オ

クラホマの乾いた平地で育った

若者たちにこの風景はどのよう

に映ったでしょうか？ 
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滞在中、彼らはグループ行動でしたが、まじめにスケッチもし、迷子にもならず、平原育

ちの彼らは、大阪の街中を走る高速道路に目を丸くし、地下鉄を乗り継ぎ、ビルの屋上庭

園で昼寝をしました。また、別の日には、交流会館で造園組合の青年部の方達といっしょ

に重い石を運び、竹垣の黒い紐を結わえることに汗を流しました。来年は、OSUの造園建

築学科の海外研修プログラム１０周年を迎えます。今までに参加してきたOSUの学生達

は卒業後、どのようなくらしをしているのか、たどってみたいと指導教官のPaul Hsu（許 

柏修）先生は、話しています。 

 

グループの一人でTrevor君は、ただひとり、この研修旅行終了後、もういちど亀岡にもど

り、個人研究旅行を続けています。彼によると、近代西洋文化がどのように東洋の国々

に影響を与えているのかを検証したいと考えていて、訪問した国々である日本やタイや

その他の国々が影響を受けている良い面も悪い面も見てみたいという希望を持っていま

す。その切り口を、自分の専攻である造園建築学を通して見ながら、研究論文を書きた

いと考えているようです。 

 

                                     児嶋きよみ 



ハバネロ育成日記（１）  
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花と緑の会  格畑 學 

 

 

５月２９日（木） 曇り 

 

 

ハバネロの苗 

   （レッドサビナ） 

３ポットが 

篠ファームの 

ファクトリーから 

今日到着。 

 

 
 

早速鉢に植え替えてもらいました。 

おしのちゃんの 

ステッカーで少し 

お化粧をして 

バラの鉢達に 

仲間入りをしました。 

 

これからは 

バラに負けないで 

沢山の花を咲かせ 

実をつけます。 

 

そして格畑家の料理

で大活躍します。 

 

乞うご期待！！ 
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京都ハバネロの里より  

5月12日に京都ハバネロの里本舗「姉小路店」オープン

致しました。 

念願だったアンテナショップを開店出来たことは、お蔭様

で皆様のご支援の賜物と思っております。 

 

亀岡で栽培された「ハバネロ」が、加工食品となって「京

都市内」で販売することでTPOに併せたマーチャンダイジ

ングができると思っております。 

オール京都ブランドで知名度を付けて、全国・全世界に

広げていけたらと思っております。 

 

■また、お客様が京都市内から亀岡に来ていただける案

内拠点として「私設、亀岡観光案内所」的な働きが出来た

らと思っております。 

 

お近くに来られましたらお気軽にお立ち寄り下さい。大歓

迎いたします。 

 

店名  京都ハバネロの里 本舗「綾小路店」 

場所  〒604-8086 京都市中京区寺町通姉小路西入ル丸屋町334-1 

  （鳩居堂さんより西へ20m） 

      075-221-0811 （tel/fax 兼用） 

   

開店日 ５月１２日（月）AM10:00より 

営業時間 AM10:00～PM7:00 

定休日 毎週木曜日 
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ＭＪ（日経流通新聞）に「ジョロキア」の記事が載っていました。 

 

 

 

 

 



ハバネロ探検隊 京都ハバネロの里本舗 
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5月初旬、ポストに一通の封書 

京都ハバネロの里本舗開店のご案内・・・・・ 

そういえば、5月の会報にも案内が載ってたなぁ～ 

 

え～っと・・・中京区寺町姉小

路西入る・・・・・京都のど真ん

中じゃん！！！ 

 

鳩居堂さんの角を曲がり少し

行くと、あっ！！見つけた～。 

「京都ハバネロの里本舗」 

町屋風のお店に暖簾がたなび

いている。 

 

店内には何人かのお客さんの影も見える。 

覗いてみると、店内には多くのハバネロ商品。 

おなじみ、おしのちゃんシリーズの味噌や醤油と共に、

暴君ハバネロシリーズや、舞妓さんひぃひぃなども並

んでいる。 

 

 

 

 

品定めしているお客さんは旅行中の方たちだろうか。 

地元に方も居られるようだ。 

女性の方が多いような気がする。 

試食しながら、楽しそうに商品を選んでおられる。 

 

オープンしてから、新聞やラジオで何度かこのお店が紹介

されているのを目や耳にした。 

確かにハバネロ専門店とは珍しいだろう。 

 

ともあれ話題になっていることは間違いなさそうだ。 
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店内を散策してみると「おしのちゃんフィナン

シェ」・・・？とうとう洋菓子も出たか・・・・。 

 

試食品をつまんでみる。 

甘～い、フィナンシェの味がお口いっぱいに広が

る。・・・・(;￣ー￣)...ン?おしのちゃんということは

ハバネロ入りだよなぁ～？ 

(・－・)・・・ん?そういえば、口の中が少し熱くなっ

てきた気がする。 

それほど辛さがきつくないので、お土産や初心者

用にはこれは良いかもしれない。 

ちなみにこのフィナンシェを

開店記念品としていただい

た。ありがとうございました。 

 

栽培セットやハバネロの苗

も販売されていた。 

これからちょうど栽培には良

い季節になってくるとの事。 

 

 

 

高田さんと話をしたら、新商品の開発や販売も続くようだ。 

店舗の空きスペースにサロン等の計画も進行中とここと。 

 

まだまだ進行形のようだ。今後もこうご期待あれ。 

 

店名  京都ハバネロの里 本舗「綾小路店」 

場所  〒604-8086  

     京都市中京区寺町通姉小路西入ル丸屋町334-1 

 075-221-0811 （tel/fax 兼用） 

   

営業時間 AM10:00

～PM7:00 

定休日 毎週木曜日 



〒621-0008  

京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1 

 篠ファーム内 

info@kyoto-habanero.com  

 Fax 0771-24-7885 

■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者にお

答えすると共に、承諾いただいた内容は直近の号でも紹介したいと思います。 

匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 

  自分のところの会社やお店の宣伝など、案内したい内容がありまましたら是非、投稿

してください。行政関係の方もどんどん投稿してください。 

  ハバネロ以外でも全然問題ありませんので、活用していただけたら幸いです。 

  原稿の締め切りは、毎月末までに頂きました原稿は、翌月の10日頃をめどに、会報

誌に掲載して配信致します。 

  原稿の送り先は、事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。  

                              ハバネロ友の会事務局         

ハバネロ友の会 事務局 

トマトを乱切りにしたのを入れ、ワイン、 

ハバネロソースを加えて味をみる。 

 

  鱈の代わりに鯛とかでも良いです。 

「鱈のトマト煮ハバネロ味」 
  

 材料 

 

   鱈の切り身 

   トマト 

   塩コショウ 

   白ワイン 

   ハバネロソース 

   バター 

 

 作り方 

 

   鱈に塩コショウをしておく。 

   フライパンを熱しバターを入れ、 

   そこに鱈を入れる。 

ハバネロ料理コーナー 


